
・点　鐘　半田会長

・ソング　我等のなりわい�

・卓　話　村里泰由様�

【会長報告】

　会員研修会（２／１９）に参加された方に「修了

証」。市川（昭）、塩野、川口、吉田（行）、吉澤、大崎、

和泉、神田（敬）。以上８名の方〔敬称略〕。

　避難されている方へのお見舞金について寸

劇の慰労会でお話しましたら『ロータリーの友』

に出した方が良いとの事で、和泉幹事、大木委

員長が書いて吉田（行）会員が校正した原稿を

送信済。審査を通れば８月号に掲載予定。雨

間次年度雑誌委員長、よろしくお願いします。

　通常例会は本日、実質的な終わりなので、辛

口を３点申し上げます。１０／２７にも申しました「ご

苦労さま」。殿様が臣下に言うもので、現在も

上位者・年長者が下の人に使うのが正当のよ

うです。従って「ガバナー補佐、ご苦労さまです」

というニコニコは発表していません。

「…と思います」は、決まっている事を言う時

には使いません。「…です」と言い切るのが正当。

ＮＨＫ「ラジオ深夜便」でも「…の歌をおかけし

たいと思います」と言っていましたが、責任転

嫁のようで変な感じがします。

「…させて頂きます」は「（教授のお蔭で何とか）

卒業させて頂きました」等、許可・恩恵のある

場合に限ります。「点鐘」は決まっているので

すから「させて頂く」ではない。言い切る事、

思いをズバリ言う事も必要かと思います。

【幹事報告】

・退会届の出ている江澤会員を６／３に訪問。

　会社では電話応対等をされていますが、お

　み足の回復が遅れていて、皆さんにも「足

　は大事。気をつけるように」との事です。

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢東ＲＣ�

・６／２３（木）  休会�

・６／３０（木）  夜間最終例会　セレス所沢�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　  神田（敬）君

　夜間例会はヘリテイジリゾーツ飯能５階「秩

父の間」１８時点鐘です。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　杉田君

「友」６月号紹介。横組Ｐ１８、心は共に②東日

本大震災「その時…ロータリーはいち早く動

いた」。細かく丁寧に書かれた鈴木章夫氏（仙

台青葉ＲＣ）の文章に感心致しました。

◎次年度新世代委員会　　　　　　　前島君

　昨日、市の中学生体験チャレンジ事業推進

委員会（第１回）に出席。ＲＣに常日頃お世話

になっている事への御礼と本年度も参加企業

にはご協力お願いしますとの事でした。

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　間邉君

　本日１１時より第１回役員会。「年度計画書」

印刷中。「定款細則変更」出席免除の対象は会

員歴と年令の合計が「８５才以上」から「６５才

以上」へ。理事・役員に「直前会長」が加入。４８

期予算案は原案通り、委員会構成、例会休会、

承認。「７月のプログラム」は、第１～３：クラブ

協議会、第４：ガバナー補佐訪問。７、８、９、

１０月、来年６月はクールビズ。例会、役員会

は禁煙。第１例会：国歌斉唱、四つのテスト。

第２例会：結婚・誕生日祝。第３例会：雑誌委

員会報告。飯能市国際交流協会、飯能市観光

協会に協賛金（各１万円）、承認。

【出席報告】無断欠席はございません。

【Ｍ　　Ｕ】

５／３１（日高）田辺君

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう。�

　新井君、藤原君、塩野君

◇会員誕生日おめでとう。�

　２馬場君、６新井君、１７半田君、

　２７和泉君、２９大木君

◇夫人誕生日おめでとう。�

　３安藤夫人、９杉田夫人、２０矢島（高）夫人、

　２８前島夫人、３０吉田（健）夫人

◎米山記念奨学会より感謝状�

　半田  武　服部融亮　土屋  崇　〔敬称略〕

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・村里さん、ようこそ。本日はよろしくお願い致します。

　新井君、中里（昌）君、細田（伴）君、市川（洋）君、田辺君

　吉島君、細田（吉）君、吉田（武）君、間邉君、矢島（巌）君

　高橋君、土屋（崇）君、中里（忠）君、馬場君、神田（敬）君

　吉澤君、大野君、矢島（高）君、前島君�

・誕生日＆入会記念＆昨日の飯能信金のゴル

　フ大会で優勝しました。　　　　　新井君�

・５６才になりました。　　　　　　　馬場君�

・７１回目の誕生です。　　　　　　  半田君�

・誕生祝、有難うございます。和泉君、大木君�

・妻の誕生日祝、有難うございます。

　　　  安藤君、矢島（高）君、前島君、吉田（健）君�

・遅刻。　　　　　　　　　　　  吉田（行）君�

・早退。　　　　　　　　　　　  市川（洋）君�

本日計５２，０００円、累計額１，３８６，６２２円。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　  馬場会報・広報委員長

　元 市議会議長。講師とは２６年位のお付き合い、

人生にとってかけがえのない方です。昨年１５５日

をかけて３３００キロの日本縦断をされました。

《スライド上映》

　平泉に向かっているところ。４５０ｋｍ地点。

私の意識がなく撮られた、たった１枚の写真。

こんな格好をして歩いていました。昨年５／２３

～１１／６で歩いた日数は

１４７日、８日間はお休み。

１日平均２２．４５ｋｍ。飯能

から東久留米まで１１ｋｇ

のリュックを背負って毎

日移動している感じです。

　神戸・新長田駅前の「鉄

人２８号像」も復興記念。

東北各地にこういったシン

ボルが出来る事を心からお祈りするものです。

飯能～青森８００ｋｍ。北海道縦断７００ｋｍ。飛

行機で行き、沖縄（１２０ｋｍ）・九州で６００ｋｍ。

下関～飯能１２００ｋｍ、計３３００ｋｍ。

　トレーニングせずに出発。願成寺には雨の

中１８０人位の方が来て下さいました。リュッ

クにはブログ用パソコンが入っています。地

図は持たずｉ―Ｐｈｏｎｅのナビ。北海道で３日

間だけ電波が取れなかっただけでした。

　印象の強かった所は、賢治の花巻、岩手・

安比高原、諫早湾の干拓道路、広島・牡蠣街道、

長万部で出会った２６才のお坊さん…。

「峠」があって町と町があるもの。人間が作っ

た行政区域は、自然に出来た町とは大きな違い。

ある意味、私達は“虚”の部分に住んでいる事

を歩いて実感しました。

　テレビ、ラジオの取材を受けました。

　宿は泊まれる所があるだけで嬉しいです。

北海道・蘭越では３日ぶりにコンビニを見つ

けました。“授業乱入事件”と呼んでいる、中

学生達との握手シーンです。札幌では公益財

団法人天風会でお話をさせて頂きました。

　熊本では同じ日に２件、私を車で追い抜い

てコンビニでドリンク等を買ってくれた人達

がいたので、以来「日本で一番優しいのは熊

本県だ」と言い切っています。

　現地の応援が４３％、６０日以上来て下さっ

ています。サポーターもＨＰを通じ３００人以上、

ロータリアンの皆様にも応援して頂きました。

　沖縄最南端・喜屋武岬では朝７時に天風会

の皆さんが待っていて下さいました。飯能天

風会の皆さんが知立に泊まりで来て下さり、

ＰＴＡの仲間は京都に、由比には社員旅行を

兼ねて社員が来てくれました。

　難所も歩きました。北海道・中山峠は歩道

がとても狭い。建てたまま潰れるまで置かれ

た家を見ながら車が来ない所を歩くというの

は辛かった。平らで真っ直ぐな道もつまらな

い。人生もきっと何もなくて真っ直ぐで平ら

だったら見え過ぎてつまらないのかな等と考

えながら歩きました。

　到着した願成寺では馬場さん制作のくす玉

が見事に割れました。駿河台大学の食堂をお

借りして簡単なパーティーを致しました。長

崎の平和祈念像を作った北村西望氏（天風会員）

の座右「たゆまざる歩みおそろし蝸牛」のよ

うな旅。私が立派なことをしたのではなく、

“続けると出来る”ということを今度、吾野中

でもお話させて頂きます。
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　難所も歩きました。北海道・中山峠は歩道

がとても狭い。建てたまま潰れるまで置かれ

た家を見ながら車が来ない所を歩くというの

は辛かった。平らで真っ直ぐな道もつまらな

い。人生もきっと何もなくて真っ直ぐで平ら

だったら見え過ぎてつまらないのかな等と考

えながら歩きました。

　到着した願成寺では馬場さん制作のくす玉

が見事に割れました。駿河台大学の食堂をお

借りして簡単なパーティーを致しました。長

崎の平和祈念像を作った北村西望氏（天風会員）

の座右「たゆまざる歩みおそろし蝸牛」のよ

うな旅。私が立派なことをしたのではなく、

“続けると出来る”ということを今度、吾野中

でもお話させて頂きます。

飯能ロータリークラブ会報

石原橋下の釣人

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

当 番 石井君、市川（洋）君

地域を育み、大陸をつなぐ

ロータリー親睦活動月間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 和泉由起夫

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

曇

むらさんの日本縦断漫遊記

村里泰由様 株式会社 三協建設  会長


